
次回ぱるタイム通常号発行は２月28日です。
いただいた声は、機関紙ぱるタイム、商品案内、ホームページなど広報・宣伝活動で掲載させていただくことがあります。
また、お預かりした個人情報は掲載時とパルコープからの問い合わせ以外には使用いたしません。ご了承ください。

組合員会館、組合員集会室の地図はホームページでも見ることができます。　https://www.palcoop.or.jp/au_ji/au_ji_iti_kumiai.html

ぱるタイム193号　2022.1.31　 67 　ぱるタイム193号　2022.1.31

イベント情報

表記のないイベントの
申し込み・問い合わせ先は
組合員サービスセンター

 0120－299－070
月曜・土曜　9：00～17：00
火 ～ 金曜　9：00～18：00
FAX  0120－299－230
携帯からは
☎ 072－856－7671（有料）

対 ＝対象　　 受 ＝受付　　　 Ｍ ＝メニュー
￥ ＝費用　　 持 ＝持ち物　　 問 ＝問い合わせ
定 ＝定員　　 保 ＝保育　　　 申 ＝申し込み先
集 ＝集合　　 主 ＝主催　　　 締 ＝申し込み締め切り

●�午前７時に開催市町村または見学先に暴風警報・大雨洪水警報発令時、
または危険と判断したときは中止します。

●本部・組合員会館・組合員集会室は駐車場がありません。
●�視覚・聴覚に障がいをお持ちの方は、ガイド・手話ボランティア制度を
利用することができます。事前にご連絡ください。

共通略記号 （ 締 のないものは申し込み不要です。 保 のないものは保育はありません）

日時　２月16日（水）
　　　  10：30～11：00ごろまで
申し込み締め切り　２月12日（土）
★ ２月14日ごろZoomの招待をメールでお送りします

日時　２月17日（木）
　　　　10：30～11：00ごろまで
定員　５組（申し込み多数の場合抽選）
申し込み締め切り　２月12日（土）
★２月14日ごろZoomの招待をメールでお送りします

＊�パルちゃん広場「ぽっかぽか」「すくすく」「ママCAFE」は、対面では２月はお休
みの予定です。新型コロナウイルス感染の予防対策を行なった上で再開します。
　今後の予定はホームページで最新の情報をお確かめください。

　Zoom（ズーム）を使ってママたちのおしゃ
べりタイムを開催します！忍ヶ丘店のご近所さ
んでなくても、パルコープの組合員でなくても
子どもさんと一緒でも、ママだけでもOK！
　一緒に“ほっこりタイム”過ごしましょう。

　Zoom（ズーム）を使って親子で楽しめるオ
ンライン広場を開催します。守口市のご近所さ
んでなくても、パルコープの組合員さんでなく
てもOKです！

　いずれも、Zoomに使うパソコン、スマホからメールにて以下の❶～❹を
本文に入れて申し込んでください。　kumikatu@palcoop.or.jp
❶「ママCAFEに参加」もしくは「オンライン広場に参加」　
❷お名前　❸子どもさんの年齢　❹当日連絡のつく電話番号

メールアドレスの二次元コードはこちらから　→→→

2021年11月度

フードドライブ活動で
ご提供いただいた品数と量目
　たくさんの食材のご寄付ありが
とうございました。組合員の皆さ
まからのお気持ちは、子ども食堂
の方へちゃんとお届けします。

全ての店舗
（９店）の合計 574品 271.1kg

京橋事務所と
全ての組合員会館
（４会館）の合計

295品 92.7kg

総合計 869品 363.8kg

「もったいない」を「ありがとう」へ
　パルコープは、「パルコープ子ども食堂フードバンク」を立ち上げ、フードド
ライブを取り組んでいます。組合員さんにご家庭で余っている食品を持ち寄って
いただき、必要としている地域の子ども食堂や福祉団体、施設に寄付します。

ご寄付いただきたい食品（常温品）
・お米（白米・玄米・アルファ米）
・パスタ、素麺などの乾麺
・ 缶詰・レトルト食品・インスタント食品
・のり・お茶漬け・ふりかけ
・粉ミルク・離乳食・お菓子
・調味料（醤油、食用油、味噌など）

以下の食品はお引き取りできません
・冷蔵食品、冷凍食品、農産品（お米除く）
・賞味期限が明記されていない食品
・賞味期限が切れている食品� �
・賞味期限が１ヶ月を切っている食品
・開封されているもの� � �
・生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）
・アルコール（みりん、料理酒は除く）

パルコープのホームページでも
詳しく紹介しています

〈２月〉
●店舗は２月20日（日）～26日（土）
●�組合員会館・京橋事務所（本部）は
　２月21日（月）～25日（金）

〈３月〉
●店舗は３月20日（日）～26日（土）
●�組合員会館・京橋事務所（本部）は
　３月21日（月）～25日（金）
引き続き、ご協力をよろしくお願いいたします。

今後のフードドライブ回収週

　例年、１月末にご案内している「コープカルチャー
講座春の生徒募集」ですが、新型コロナウイルス感染
症拡大を考慮し、新規の生徒募集は行いません。

※�2021年４月開講予定だった講座が開講に至らず、
2021年度の講座を2022年度で引き続き開講する予
定です。なお、今後の状況によっては開講しない場
合もあります。ご了承ください。

お知らせ

子育てサポートステーション主催
オンラインイベントのご案内 参加費

無料

予約制
です

in忍ケ丘店おうちからオンラインで

◦10：30
　スタート
　（手遊び・絵本など）
◦10：45 
　おしゃべりタイム
　『�寒い中、どうやって
遊ばせている？』

　　　（延長もあり）

◦10：30 
　スタート
　（手遊び・絵本など）
◦10：45 
　おしゃべりタイム
　『１日の
� ルーティンは？』
　　　（延長もあり）

オンラインで繋がろう♪
パルちゃん広場ぽっかぽか in 守口

　メイクやお肌のケアに関するコラムをパルコープのホー
ムページで連載中です。毎回おすすめのコープ化粧品を紹
介し、抽選で当たるプレゼントも用意しています！ぜひご
応募ください♪

詳しくはHPをチェック
◀スマートフォンなら
　こちらから

プレゼントの応募方法は２つ
①HPの専用フォームから
② インスタグラムの
　メッセージから

クラブ美身クリームがおすすめ！
弱油性の保湿クリームで、子どもから大人
まで一緒に使えます。
発売から111年目のロングセラー商品です。

１月テーマ

冬のボディケア

寒さが増して、顔だけじゃなく
� 全身の乾燥がすごく気になるの…

コラム内容を　　

　　少しご紹介！

★ 今月のプレゼント
　クラブ 美身クリーム 70g
　��通常本体価格 698円
　　　　　（税込768円）

応募は２月12日まで

今回は
10名さまに
プレゼント

パルコープ　キレイの術３.11特別企画「くらしの公開講座」オンライン開催
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おおさかパルコープ
京橋事務所（本部）

片町口

大阪方面

京阪電車高架下を 大阪方面 に

向かって来てください

　2011年３月11日。私た
ちはこの日を忘れられない

。１万5899人（震災関連
死は除く）、行方不明者は

2526

人。（2021年3月現在）多く
の尊い命が失われました。

11年目に入る今、私たち
日本人は、後世に何を語り

継げ

ばいいのでしょうか。被災
地で奮闘する、ひとりの女

性のお話からみんなで考え
ていきたいと思います。

　講座はZoom（ズーム）
を利用したオンライン開催

で、ご自宅から参加できま
す。なお、オンラインでの

参加

が難しい方は、講座を上映
する会場参加もあります。

　釜石市鵜住居地区の根浜
海岸は、大槌湾の南。対岸

むこうにはひょうたん島が

遠くに見え、波の音だけが
繰り返す静かな海岸に旅館

「宝来館」があります。津

波によって2階部分まで浸
水しました。私も津波にの

まれましたが、運よく助か

りました。津波が引いた後
、裏山に避難していた私

たちは建物に戻り、3階よ
り

上の室内で寒さをしのぎ生
き延びることができました

。

　出会いと別れを繰り返し
、復興への道を手さぐりで

進んできました。

東日本大震災。あの日、そ
して今

～この10年を振り返って～

事前にお申し込みください

申し込み方法

ホ－ムペ－ジからの申し
込みのみとさせていただ

きます。

ホ－ムペ－ジの専用フォ
－ムよりお申し込みくだ

さい。

【オンラインで参加されるかたへ事前に確認・準備していただくこと】

●インターネットに接続できるパソコン（WEBカメラつき）、

　スマートフォン、タブレットが必要となります。

●当日使う機器にZoomアプリをダウンロードしてください。

●通信費は各自でのご負担となりますので、通信環境はWiFiを推奨します。

締め切り 2月12日（土）

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、

　オンライン参加のみの実施になる場合があります。

※会場参加で定員以上（40名）の応募があった場合、会場を分散しての開催に

　なります。その場合は、応募者の方に会場を別途ご案内いたします。

※結果はメールにて2月18日までにご連絡します。

※応募で得た個人情報はこの講座の企画案内以外には使用しません。

岩﨑 昭子さん （浜べの料理宿「宝来館」女将）

13時～
14時30分ごろ

岩手県から

中継をつないで

お話しします

〈オンライン上映会場〉

パルコープ京橋事務所（
本部）

大阪市都島区東野田町1
丁目5-26

JR・京阪電車・地下鉄「京
橋」

❶お名前
❷（組合員の方は）組合員コ－ド

❸電話番号
❹メ－ルアドレス

❺参加人数
❻オンライン参加か上映会場参加か

スマートフォン
の方は
こちらから→

https://www.palcoop
.or.jp/-

form/survey/kurashi_k
ouza/

組合員さんで

ない方も

参加できます

京阪
京橋駅

交番

お問い合わせ

組合員サービスセンター　　 0120－299－070　携帯からは☎ 072－856－7671（有料）

　　　　　　　　　　　　（月・土 ９：00～17：00　火～金 ９：00～18：00）　　　　　　　　　　  

主催：生活協同組合おおさかパルコープ

参加費

無料

テ ーマ

　釜石市鵜住居地区の根浜
海岸は、大槌湾の南。対岸

むこうにはひょうたん島が

遠くに見え、波の音だけが
繰り返す静かな海岸に旅館

「宝来館」があります。津

日 時

話し手

2022年3月12日（土） 

「くらしの公開講座」オンライン開催
3.11特別企画

うのすまい

ほうらいかん

東日本大震災。あの日、そして今
～この10年を振り返って～

テーマ

詳しくは、
今週配布（1/31～2/4）の
別チラシをご覧ください

日　時 	 2022年３月12日（土）
	 13時～14時30分ごろ
話し手 	 岩﨑　昭子さん
	 （浜べの料理宿「宝来館」女将）

事前にお申し込みください
締め切り２月12日（土） 参加費

無料

組合員さんで
ない方も
参加できます

スマートフォン
の方は
こちらから

パルコープ　フードドライブ


